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公益社団法人

第４回（平成28年度）通常総会開催
平成27年度決算報告などを承認
６月22日㈬午後２時30分よりホテル賀茂川荘において、第４回（平成28年度）通常総会を開催しました。
当日は、南本

竹原税務署長、倉谷同署統括国税調査官、久野同署上席国税調査官、高杉中国税理

士会竹原支部長ほかの来賓と役員・会員多数が出席しました。
通常総会は、平会長が挨拶を行ったのち議長となって議事に移り、全議案を原案通り承認可決し、
閉会しました。

議案審議終了後、一般社団法人広島県法人会連合会会長表彰状の伝達、功労者表彰では、法人会活
動に大変ご尽力をいただきました役員の方々に表彰状と記念品の贈呈を行いました。
功労者表彰
１．公益財団法人
中

川

康

２．一般社団法人
高

杉

薫

３．公益社団法人

全国法人会総連合会長表彰
子

氏【社会福祉法人

的場会】

広島県法人会連合会会長表彰
二

氏【AOC株式会社】

竹原豊田法人会

寄

能

利

彦

氏【山脇印刷株式会社】

小

村

裕

子

氏【聖朋海運株式会社】

福

本

淑

子

氏【有限会社竹原葬祭】

市民講演会
６月22日㈬ 通常総会後、「そこまで言って委員会NP」等テレビ
でおなじみの東京・中日新聞論説副主幹長谷川幸洋氏を講師に招き、
「激動する世界

日本の針路を考える」をテーマに講演会を開催し

ました。安倍内閣に近い長谷川氏は、安倍政権誕生からの内輪話を
ユーモアを交え、軽妙な語り口で解りやすくお話しいただきまし
た。また、激動する世界の中での日本の立ち位置を語られる時には、
外見からは想像できないくらいの激しさで聴衆に訴えられ、その勢
いに圧倒されたのは私だけではないと思います。広い人脈と深い見
識を持つ長谷川氏ならではの説得力ある講演で、現在我々日本が置
かれている立場はそんなに平穏無事ではないという事を気づかされ
ました。１時間30分の講演時間はあっという間に終わり、当日会場
に来られた200名近い参加者も満足されていたと思います。
竹原豊田法人会は年に２〜３回講演会を開催していますが、他団
体では中々呼べない著名な講師を、竹原または大崎上島にお招きして、講演会を開く事も意義ある地
域貢献活動であると確信して、
今後も取り組んでまいりますので、
ご理解とご協力をお願いいたします。
竹原豊田法人会
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副会長

今市恵誉
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平成28年度

収

支

予

算

書

平成28年4月1日〜平成29年3月31日
（単位：円）
科
Ⅰ

目

予算額費

備

考（従来科目等）

一般正味財産増減の部

1.経常増減の部
（1）経常収益
基本財産運用益

1,250 基本財産利息収入

特定資産運用益

390 特定資産利息収入

受取入会金

30,000

受取会費

3,300,000 一般会費収入

事業収益

2,513,000 研修事業・広報・会員親睦各事業

受取補助金

4,560,400 全法連助成金・県連補助金

受取負担金

204,000 青年女性部会会費収入

雑収益

201,000 雑収入
経常収益計

10,810,040

（2）経常費用
事業費
管理費

10,769,400 研修会費、会報発行費、社会貢献活動費等
1,342,600 会議費、給料手当、事務所管理費、印刷費、通信費等

経常費用計

12,112,000

当期経常増減計

△1,301,960

2.経常外増減の部
（1）経常外収益
経常外収益計

0

（2） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

0
0
△1,301,960

一般正味財産期首残高

9,111,875

一般正味財産期末残高

7,809,915

Ⅱ指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取全法連助成金振替額

4,304,800

一般正味財産への振替額

△4,304,800

当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高

0

指定正味財産期末残高

0

Ⅲ正味財産期末残高

7,809,915
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平成28年度法人税関係の主な改正
１

法人税率の引下げ
法人税率を、平成28年度には23.4%に、平成30年度には23.2%に引き下げます。
※それぞれ、４月１日以後に開始する事業年度において適用されます。

参

国・地方の法人実効税率

考

目標としていた「法人実効税率20%台」を、改革２年目に実現します。

従

前

平成28年度
平成27年度
平成29年度 平成30年度
（改革初年度）
平成28年度改正（改革２年目）

法人税率

25.5%

23.9%

23.4%

23.2%

法人事業税所得割（※）

7.2%

6.0%

3.6%

3.6%

国・地方の法人実効税率

34.62%

32.11%

29.97%

29.74%

（※）大法人の場合。平成28年度までは地方法人特別税を含みます。

２

減価償却の見直し
建物と一体的に整備される「建物附属設備」や、建物と同様に長期安定的に使用され

る「構築物」の償却方法について、定額法に一本化します。
改正前

改正後

建物

定額法

定額法

建物附属設備、構築物

定額法or定率法

定額法

機械装置、器具備品等

定額法or定率法

定額法or定率法

※平成28年４月１日以後に取得等をする資産について適用されます。

３

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の創設
地方公共団体が行う地方創生事業を国が認定する枠組み（地域再生法の改正）の下で、

認定事業に対する寄附金額の一部を税額控除する制度を導入します。
※地方交付税の不交付団体であって、東京圏・近畿圏中心部・中部圏中心部にある団体は上記
枠組みの対象となりません。
※主たる事務所の立地団体に対する寄附は対象となりません。
※地域再生法の一部改正法施行日から平成32年３月31日までの間に支出する寄附について適
用されます。
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従前の損金算入措置（約３割の負担軽減）に加えて、

①法人事業税：寄附金額×10%の税額控除（税額の20%（平成29年度以降は15%）を上限）
②法人住民税：寄附金額×20%の税額控除（税額の20%を上限）
③法人税

：②で控除しきれなかった金額と寄附金額×10%とのうちいずれか少ない
金額の税額控除（税額の５%を上限）

竹原税務署からのお知らせ
をお願いします～
『事前の予約』

～税務署でのご相談は

関係書類を確認する必要があるなどの個別事例のご相談につきましては、スムー
ズな対応をさせていただくため、事前に電話等での相談予約をお願いします。
なお、相続、贈与及び譲渡所得に関する個別事例のご相談につきましては、下記
のとおり相談日を設けておりますので、必ず事前に電話等で相談日時の予約をお願
いします。
相続、贈与及び譲渡所得の相談日
平成28年08月19日㈮

平成28年12月16日㈮

平成28年09月16日㈮

平成29年04月21日㈮

平成28年10月21日㈮

平成29年05月19日㈮

平成28年11月18日㈮

平成29年06月16日㈮

ご相談日時の事前予約の際は、下記電話番号にダイヤル後、音声ガイダンスにし
たがって「２」を押してください。
竹原税務署 電話（0846）22−0485
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新任のごあいさつ
竹原税務署署長

舟久保

準

ふなくぼじゅん

本年７月10日付けの人事異動で竹原税務署長を拝命致しました舟久保準でございます。
出身は富士山の麓の山梨県富士吉田市で、広島国税局管内の勤務は初めてでございます。山梨県は海
のない県ですので小さいころから海に対する憧れが強く、このたび美しい瀬戸内海に面し安芸の小京都
と呼ばれる歴史と文化に育まれた地において、税務行政に携われることを大変光栄にまた嬉しく思って
いるところです。休日には、貴重な文化遺産と情緒ある歴史に触れ、大崎上島を始めとする瀬戸の島々
を巡ることも楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。
公益社団法人竹原豊田法人会の皆様方には、平素から税務行政の円滑な運営につきまして格別のご
理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
貴会におかれましては、小学生に対する租税教室への講師派遣や税に関する絵はがきコンクール・
川柳などの租税教育活動、講演会の開催や賀茂川清掃活動を始めとする地域に密着した社会貢献活動
など様々な活動に積極的に取り組まれておられます。
特に租税教育活動は、次世代を担う児童が税に対する関心を持ち、健全な納税者へと成長する礎と
なる、非常に意義深い活動であり、このような活動は、我々国税組織にとってみましても、なくては
ならないもので、改めて平会長を始めとする役員の方々・会員の皆様方のご尽力、ご熱意に対しまして、
心から敬意と感謝の意を表する次第であります。
さて、税務行政を取り巻く環境に目を向けて見ますと、本年1月からマイナンバー及び法人番号の利
用が開始され、税に関する国民の関心が一層高まる中、私どもは、効率的かつ効果的に税務行政を運
営し、
「納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現」という国税庁の使命を全うし、
「適
正・公平な課税」と「期限内収納の確保」の実現に向け、最善の努力を重ねていく所存ですが、皆様
方におかれましても、今後とも税務行政の円滑な運営に、また税知識の普及や納税道義の高揚により
一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
終わりに当たり、公益社団法人竹原豊田法人会の益々のご発展と会員企業のご繁栄並びに皆様方の
ご健勝とご多幸を祈念致しまして新任のご挨拶とさせていただきます。

【人事異動・平成28年７月10日付】
転

入

職

名

氏

署

長

舟久保

統括官

山本

名

転
前任地

準
英明

職

新宿税務署

名

管理課長

呉税務署

主
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査

氏

出
名

新任地

南本

春二

広島審判所

倉谷

典宏

広島国税局

竹原市からのお知らせ
固定資産税（償却資産）に係る課税標準の特例について
１

経営力向上設備に係る課税標準の特例について
中小企業者等が平成28年７月１日から平成31年３月31日までの間に、中小企業等経営強化法

における経営力向上計画に基づき新たに取得した一定の機械及び装置について、取得から３年
間、固定資産税の課税標準額が2分の1に軽減されます。
詳しくは、中小企業庁のホームページにある「経営力向上計画策定・活用の手引き」をご参
照ください。

２

太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
これまでは、固定価格買取制度の対象となる再生可能エネルギー設備が特例の対象となって

いましたが、本特例は平成28年３月31日までの取得資産をもって終了しました。
平成28年４月１日以降に新たに取得した太陽光発電設備については、再生可能エネルギー事
業者支援事業費補助金を受けている自家消費用の太陽光発電設備が特例の対象となり、固定価
格買取制度の対象となる再生可能エネルギー設備は全て特例の対象外となります。
《特例の内容等》
区分

平成28年３月31日以前
に取得した資産

平成28年４月１日以降
に取得した資産

対象資産

固定価格買取制度の対象となる
再生可能エネルギー設備

自家消費用の太陽光発電設備

固定価格買取制度の認定

認定を受けたものが特例の対象

認定を受けたものは
特例の対象外

再生可能エネルギー事業者
支援事業費補助金

−
（補助制度なし）

補助を受けているものが
特例の対象

適用期間

最初の３年間

最初の３年間

特例割合

課税標準額を３分の２に軽減

課税標準額を３分の２に軽減

取得時期

平成24年５月29日から平成28年
３月31日まで

平成28年４月１日から
平成30年３月31日まで

※平成28年３月31日以前に取得した資産については、これまでと同様、固定価格買取制度の対象となる再
生可能エネルギー設備が特例の対象となります。

【問い合わせ】税務課

☎22－7732

竹原市中小企業融資制度をご利用ください
竹原市では、各金融機関に預託して、低利で運営する融資制度を
設けています。
※信 用保証料については、低減措置を図っています。申し込みは、
市内各金融機関で取り扱っています。
区分
限度額
償還期間
（据置期間）
利率
受付期間

運転資金
1,500万円
７年以内
（６か月以内）
1.8％
１年以内及び信保付は1.2％
随 時

設備資金
1,500万円
７年以内
（６か月以内）
1.8％
信保付は1.2％
随 時

取り扱い金融機関など
市内各銀行、信用金庫、信用組
合で取り扱っています。
※償還は、各金融機関所定の方
法によります。

【問い合わせ】産業振興課調整係
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☎22－7745

経営支援事業
地元竹原市出身、桐谷広人先生を迎えて、平成28年 １ 月27日㈬

ホテル大広苑にて、「新たなライフ

スタイル・株主優待生活」をテーマに新春講演会を開催しました。買った銘柄の株価が下がっても我
慢して持ち続ける忍耐心と、人気過熱で高くなっている株には飛びつかず、じっと値下がりを待つ忍
耐心の両方が大事ということです。
株の値下がりを待つのは、狩猟型
現金を使わずに優待品だけで生活するのが、農耕型
株式への取り組みなど、笑いを交えたわかり易い内容だったと、聴講者から評価を頂いた。
聴講者合計

186名（会員64名・一般122名）

社会貢献事業
初期の目的である、「賀茂川を美化し豊かな自然環境
を取り戻す」という願いを継続して、16年を迎えまし
た。賀茂川の第16回清掃（賀茂川を美しくする会）を
呼びかけ、 ４ 月24日㈰に清掃を実施したところ、総勢
759名の参加（法人会

30社

340名）を頂きました。

昨年は、当日雨の為中止になりましたが、今年は天候
に恵まれて、
昨年と今年のゴミを回収
（720㎏）
しました。
自分達の暮らす街がきれいになることは良い事です。
来年も頑張りましょう。

熊本地震における被災法人会支援について
総会等（平成28年 6 月22日）において、受付前に「義
援金箱」を設けて、善意の義援金の拠出をお願いした
ところ、17,109円が集まりました。集まった義援金は、
県連口座に送金後、県連でまとめて全法連に送金いた
しました。ご協力大変ありがとうございました。
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会員支援事業
青年部会

視察研修旅行

２ 月 ６ 日㈯、 ７ 日㈰、熊本市へ総勢 ８ 名で視察研修に行ってまいり
ました。まずフードパル熊本という食品工業団地に向かい、ワインの
工場や商業施設を見学しました。若干さびれている感じがありました
が、後で調べてみると平成24年に破産手続きを行っているとの事、し
かしながら観光施設としても魅力のある施設だと思いました。
その後熊本城を見学いたしましたが、ジャンボタクシーのドライ
バーさんがとても観光に造詣の深い方で、城に関わる歴史背景を詳し
く教えていただきました。
二日目は宮本武蔵の墓である、武蔵塚公園から見学を始めました。
剣豪の眠る場所として厳かな雰囲気であり、またすぐ近くに武道館があり、剣道の稽古の声が聞こえ
てくるのが印象的でした。次にサントリー九州熊本工場に向かい、ビール工場を見学いたしました。試
飲もおいしくいただきましたが、豊かな阿蘇の水源を守るために環境保全を熱心に行っているという事
が印象に残りました。
その後訪れた水前寺成趣園は見事な庭園で細川氏の権勢に触れる事ができました。
当初予定にはありませんでしたが、ドライバーさんの計らいで旧細川刑部邸、細川家墓所にも訪れ
る事ができました。産業施設だけでなく、歴史探訪もでき、充実した視察研修となりました。


日浦

頑張れカープ応援バスツアー

徹治

平成 28 年 ７ 月 12 日㈫

会員支援のため、 ３ 月25日に開幕を迎えて、チケットの手配をしたが、
今年は希望チケット（デーゲーム・土曜日）が、完売で入手できずガッカリ！
初めてナイター観戦に申し込みをしたところ、VS読売ジャイアンツ

７

月12日㈫のチケットが手配できた。
４ 月26日

ヤクルト戦に、新井選手が2000本安打達成

誰が予想したであろうか、今年は ６ 月 5 日より首位をキープ
当日のジャイアンツ戦は13－3で勝利、打線は今季最多の19安打で、20年
ぶりの貯金を20とした。
最後に、黒田投手あと１勝で200勝・リーグ優勝して、日本一になってく
れることを祈念したい。

消費税の軽減税率制度について
平成28年 ５ 月23日㈪
場

所：ホテル大広苑

出席者：12名
竹原税務署調査部門

統括国税調査官

倉谷

典宏様を講師にお迎えし、平成29年 ４ 月 １ 日から導

入が始まる、消費税の軽減税率制度について、研修会を開催しました。消費税率、軽減税率の対象項目、
帳簿及び請求書等の記載と保存、税額の計算の注意点について説明をしていただいた。
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租税教室講師育成研修会の開催

平成27年12月14日㈪ホテル大広苑で租税教室の研修会を開催しました。
参加者は、青年部会員16名が参加しました。
講 師
竹原税務署 総務係長 住田 英行 氏
平成28年１月14日㈭から ２ 月 8 日㈪まで、竹原税務署管内の小学校10校（11回）にて、租税教室を開催し
ました。子供達に
税金が身近な所に
使われている事、
税金が日頃気づか
吉名小学校
大乗小学校
忠海小学校
竹原西小学校
中通小学校
ないところで、地
域社会に大きな役
割を果している事
など、研修会で学
んだことを、しっ
かり伝えました。
竹原小学校
東野小学校
木江小学校
大崎小学校
東野（大崎）小学校

第４回税に関する絵はがきコンクール募集活動
平成28年 ７ 月 ４ 日・6 日の ２ 日間にかけて、竹原税務署管内の各小学校に『第 ４ 回税に関する絵はがきコンクー
ル』の応募依頼に伺いました。
竹原税務署管内のすべての小学 6 年生を対象として実施することになり、水戸部会長、松浦・岡田各副部会長
を中心に、役員 ３ 名 合計 6 名で、各小学校に応募用紙を持参しました。本年は ９ 月 5 日㈪に回収し、入賞作品
を選考して、11月初旬に表彰式、作品展示を行い、優秀作品は広島県法人会連合会の選考会に推薦します。11月
の『税を考える週間』には、昨年は、たけはら合同ビル、パルディ大崎上島店に展示いたしました。

平成28年度

夏のいちごプロジェクト

ピーク時間の使用電力削減をめざします！『無理なく節
電』と呼びかけ、みんなで出来る夏の節電、我が家の節電
と呼びかけ、うちわを配布しました。
平成28年 ７ 月 ２ 日㈯ あいふる316 七夕まつり
平成28年 ７ 月16日㈯ パルディ大崎上島店

第11回法人会全国女性フォーラム（福島大会）に参加して
第11回女性フォーラム福島大会のキャッチフレーズ “心ひとつに伝えよう 繋ごう 創ろう 福島から”と桜
満開の中 ４ 月14日開催されました。
記念講演では、「伝える事の大切さ、伝える事のすばらしさ」と言うテーマ
で講演があったのですが、 東日本大震災の事がテレビ・新聞等で放映されま
したが、その様な中で、 私達の知りえない、一人の少女又、一人の男子高校
生の心浸る人命救助、最後には自分自身も死を迎えると悲しいドラマがあり、
涙なしでは聞けないお話でした。
東日本大震災と一言では片付けられない、一人一人の心の中の深い傷は未
だに残っているのには係わらず、前向きに力強く進もうとしておられる福島
の人たちを頼もしく思える講演でした。
福島の法人会は ９ 法人会があるのですが、女性部の方にも社会貢献活動に力を入れ、悲しい思いの中、明るく
前向きに活躍しておられる事に、感動致しました。温暖な瀬戸内海に住んでいる私達も色々な事に挑戦し、頑張
ろうという意欲を頂きました。
この福島大会に参加させて頂きありがとうございました。

水戸 利子
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有限会社有田園芸農場
あら

荒

たに

谷

こう

浩

株式会社テック

いち

たか

一さん

髙

はし

橋

おひつじ座

どう

藤

しん

慎

み

趣
味／旅行
特
技／よく寝ること
モットー／マイペース
理想の人／母
将来の夢／明るい家庭を持つこと
業務内容／製品検査業務
Ｐ
Ｒ／主 に偏光板を加工している会社
で、聞きなれない言葉かもしれ
ませんがパソコン・スマホ・タッ
チパネル等に使われているもの
で す。 神 経 を 使 う 仕 事 で す が、
アットホームな会社で支えあい
ながら働けます。

竹原商工会議所
さか

坂

もと

本

まさ

雅

ゆき

之さん

ふたご座

趣
味／ゴルフ
特
技／尺八
モットー／石の上にも三年
理想の人／両親
将来の夢／有意義な人生
業務内容／経営支援業務全般
Ｐ
Ｒ／金 融・経営支援・人材育成・福
利厚生・保険・共済制度等に関
するご相談がありましたら、お
気軽に竹原商工会議所までご連
絡ください。

株式会社テック

近

お

いて座

趣
味／バイクでツーリング
特
技／体を動かすこと
モットー／人 とのコミュニケーションを大
事にする
理想の人／自 分の好きな事を職業にされて
いる方
将来の夢／農業経営
業務内容／野菜・花苗の栽培管理
Ｐ
Ｒ／園 芸部門では、生産した野菜・
花のポット苗をホームセンター
等に出荷しています。天候に合
わせた栽培管理をするのは難し
いですが、とてもやりがいのあ
る仕事です。また農業部門では、
日本有数の赤土地帯である赤
崎でじゃがいもを生産していま
す。一味違う美味しいじゃがい
もを是非食べてみて下さい。お
客様へ品質の高い苗が提供でき
るよう、より一層栽培技術を磨
いていきたいと考えています。

こん

な

奈緒美さん

や

哉さん

かに座

趣
味／旅行
特
技／料理
モットー／納得いくまでやりきる
理想の人／やさしい人
将来の夢／や りたい事が不自由なくできる
環境をつくること
業務内容／業務の効率化
Ｐ
Ｒ／光 学フィルムの加工技術の開発
に注力しています。日々皆様が
使っているスマホ等にも当社技
術が使用されています。
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会員の皆様へ
貴社のプロフィールやアピールなど、どんな事
でもかまいません。ぜひズームインカンパニー
にご投稿下さい。
尚、詳細は事務局にお尋ね下さい。

竹原市下野町3248-3

竹原自動車株式会社
代表取締役

徳味

康博

⑴自動車販売、自動車修理、自動車保険募集業務
⑵お客様が来店しやすく、地域に密着したお店作
りをスタッフ全員で取り組んでいます。カフェ
のようなお店ですので、みなさん、ぜひ一度ご
来店下さい。
⑶お客様の満足を第一に心がけ、お客様を一人でも多く増や
していく事
⑷平成23年12月にニュー竹原自動車として設立。平成27年 5
月に株式会社に変更し、まだ 5 年余りしか経過していませ
んが、定休日を設立せず、土・日・祝祭日も営業をおこな
い、緊急時にも対応し、お客様に安心・安全を提供できる
お店にしたいと思います。

竹原市中央2-6-1

有限会社藤川
代表取締役

藤川

藤川美容室
勝政

⑴理 容全般…カット・顔剃り・エステ・美容・
毛髪診断など
⑵十 人十色の生活スタイルに合わせたヘアスタ
イルの提案。
独自に開発製造した、保湿クリーム（アンジュ
クリーム）を使用しての顔剃りやエステは、男性・女性を問わず、好評をいただいています。
⑶昭和21年創業。今年 ９ 月20日で70周年になります。
これからも幅広い世代、地域の皆様に可愛がっていただける店づくりを目指し、地域社会へ貢献で
きるよう邁進します。
⑷毎 月、季節や行事にあわせたイベント（ヘアスタイルや
メニュー等）の提案をしています。今後、高齢化を見据
え、福祉利用資格も取得。出張カットやお店への送迎サー
ビスをはじめました。どうぞご利用下さい。
⑸これからもよろしくご指導下さい。
⑹http://es-ange.com

⑴事業内容

⑵会社自慢

⑶目標・夢

⑷会社のPR

⑸法人会への期待、意見
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⑹貴社ホームページアドレス

会員増強運動実施中

法人会に加入しませんか！

法人会とは、税のオピニオンリーダーとしての貢献はもとより、会員の
研鑽を支援する各種研修会の開催や社会貢献活動など地域に密着した活動
を展開している団体です。「健全な納税者の団体、よき経営者をめざすもの
の団体」…それが法人会です。

法人会は幅広く活動しています。
・会員企業に役立つ「税に関する提言」を国や地方自冶体へ実施。
・税務署や税理士と協力しながら、税に関する研修会・講習会を実施。
・地域に密着した活動で、社会に貢献。
・
「経営者大型総合保障制度」
、
「ビジネスガード」
、
「医療保険・ガン保険」などリス
ク管理に役立つ各種の保険に団体割引により格安な保険料で加入いただけます。
・経営や健康に役立つ各種セミナーや、著名な講師による講演会を開催。

法人会の活動に、ぜひご参加ください！
会員同士の絆を深め、組織の活力を生み出す源になります。

編集後記

■表紙の説明  

メダルの色はともかく幾度もなく大輪の花を咲
かせたリオデジャネイロ五輪での日本代表アス
リート。競技に立ち向かう集中力と気合と闘志は
大和魂そのもの。競技を終えた後のコメントは周
囲に配慮した“思いやりと心遣い”のある発言が多
く、このように謙虚な発言が躊躇なく言葉として
表現できていることは、彼らと彼らを育てた指導
者の心根、すなわち日本人に通ずる雅心の現れで
はないでしょうか。
さて、法人会広報でございますが発刊第一号か
ら数えお陰様を持ちまして今年で28年を迎えてお
ります。これまで数々のご指導・ご意見をいただ
き、会の形成に邁進してまいりました。
今後も、法人会広報の役割として幅広く会報を
ご覧いただくために内容をより充実しお伝えでき
るよう努めてまいります。
なかでも、税に関する内容は、次代を担う人たち
へ税がこの社会で果たしている役割の重要性を正し
く理解し、関心を持っていただくために解り易い表
現でお届けできればと掲載しておりますが…。
今後も、皆様から頂いたご意見を学びとし、利
他的な行動をもって活動してまいります。引き続き、
ご支援いただきますよう宜しくお願い致します。
結びとなりますが、残暑の厳しい折、くれぐれも
ご自愛くださいませ。

S.N
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−櫂伝馬競漕−
かい

大崎上島町では、お祭りの行事として櫂
でん ま
伝馬競漕が行われています。櫂伝馬は、元々
瀬戸内海の水軍が使っていた伝令、偵察用
の船だったといわれており、大崎上島の先
祖は小早川水軍の「備中船手衆」の中で「大
崎衆」としてその名を知られていました。
か こ
水夫と呼ばれる漕ぎ手14人と船頭、太鼓、
船首の台ふり、船尾の剣櫂それぞれ １ 人ず
つの計18人が乗船します。独特のかけ声と
太鼓で調子を合わせて櫂を漕ぎ、波しぶき
を上げて力強く舟を進める様は、迫力満点。
往時の水軍の姿を彷彿させます。また、こ
の櫂伝馬競漕は平成21年 ３ 月に国土交通省
の「島の宝100景」に選ばれました。
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